理 系 大 学 院 生 、活 躍 中 ！
みなさんは小・中学生の頃、理科室での実験にワクワクした感覚を覚えていますか？どうしてこんなふうになるんだろう？と目を丸くして
先生の手さばきに見入ったり、教科書どおりにならなくて、何度もやり直したり―。今は「文系」を公言するあなたも、一度は、
あのワクワクを経験したはずです。
そんな気持ちをずっと持ち続け、新しい発見に胸をときめかせながら、研究道に邁進する理系大学院生の活躍がいま、光っています。

I N D E X

平成19年度東洋大学一部体育会表彰式を開催

ニュース＆インフォメーション

平成19年度にスポーツで活躍したチーム・個人を表
彰する東洋大学一部体育会表彰式が2月20日
（水）午

計測自動制御学会
学術奨励賞（技術賞）を受賞

後上 敦史さん
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後5時から白山キャンパススカイホールで行われた。

◆平成19年度
東洋大学一部体育会表彰式を開催
◆国際交流プログラムに参加しよう！

はじめに体育会名誉会長である松尾友矩学長が
「皆さんの活躍は大学にとって大きな喜びであり、卒業
生も賛辞を送っているはず。東洋大学の名前を広く社
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会に周知してくれたことに感謝したい」
と挨拶。続い

◆「学長茶話会」を実施
◆国際シンポジウム「サンデイ・スプリングス
の衝撃−完全PPP都市の出現−」を開催
◆埼玉縣信用金庫との産学連携協力協定を
締結
◆平成19年度「学長賞」が決まる
◆相撲部・榎本翔太君が母校の小・中学校で
講演

て体育会長の今東博文学生部長が挨拶を述べ表彰
に移った。表彰後、塚本正進理事長をはじめ来賓の
祝辞があり、その後祝宴となった。
［団体］最優秀団体賞：硬式野球部
（東都大学野球1部春季・秋季リーグ戦優勝 明治神宮野球大会大学の部優勝）

体育後援会長賞：アイススケート部
（日本学生氷上競技選手権大会総合男子3位、ホッケー部門優勝、スピード部門男子総合6
位ほか）

［個人］最優秀選手賞：硬式野球部 大場翔太君（マーケティング学科4年）
（日米大学野球選手権大会日本代表 東都大学野球1部春季・秋季リーグ戦最高殊勲選手、
最優秀投手、ベストナイン）

優秀選手賞：アイススケート部ホッケー部門 阿萬野礼央君（経済学科4年） ほか47名
（日本学生氷上競技選手権大会最優秀選手）
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◆情報システム課からのお知らせ
「東洋大学Web情報システム」について
情報システム利用通知書について
PC教室の利用について
◆東洋書林
P26

体育会長賞：アイススケート部スピード部門 金子健太郎君（社会文化システム学科2年）
（日本学生氷上競技選手権大会スピード部門男子1500M優勝ほか）
（全国学生相撲選手権大会個人戦優勝ほか）
相撲部 榎本翔太君（企業法学科４年）

ボクシング部 村田諒太君（経営学科4年）
（全日本アマチュアボクシング選手権大会ミドル級優勝ほか）

功労賞： 63名（各部の発展に貢献した選手）
特別功労賞：応援指導部主将 清水瑛士君（社会心理学科4年）
本部功労賞：一部体育会前本部役員4名

◆東洋大学奨学金および日本学生支援機構
奨学金を希望する学部生の皆さんへ
◆保証人への成績表送付について
◆麻疹（はしか）
に関する状況確認の実施に
ついて
◆平成20年度定期健康診断のお知らせ
◆東洋大学における個人情報の取り扱い
について

工学研究科機能システム専攻 博士前期課程1年

計測自動制御学会は、
「モノづくり日本」の根幹となる技
術の高度化を支えてきた歴史ある学会。それゆえ、
これまで
の受賞者のほとんどは国立大および一流企業の研究者で、
さらに学位を持っているドクターばかりというから、若い後上
さんの受賞は異例の快挙。後上さんは、新しい温度計測法
を創案した、
高い技術的業績が評価された。

後上さんの研究とは―
「複合光素子を用いたワイドレンジハイブリッド型表面温度センサ」
後上さんが所属する光機能計測研究室では、
これまでの研究で、測定対象に接触して温度を
測る 接触式 と物体から放射される光を利用して測る 非接触式 の計測法を組み合わせた
「ハイブリッド型表面温度センサ」を開発。今回は、
さらに測温領域を拡大し、測定時間の大幅
な短縮を可能にした「高速ハイブリッド型表面センサ」を提案し、実験でその可能性を実証した。

受賞は次の研究へのエネルギー！
受賞を知ったときには非常に驚きました。井内徹教授や先輩後輩の支えがあったからこそです。

研究の「面白さ」
「わくわく感」を感じるのはどんなとき？
紙の上での勉強と実際に自分で行った実験において、
それぞれの知が繋がったときです！

日本学術振興会
「第1回ＨＯＰＥミーティング」にて講演

機密工学会出版部会
Best Article Award を受賞

福田 尚宏さん

秋元 俊成さん

工学研究科機能システム専攻 博士後期課程3年

工学研究科機能システム専攻 博士後期課程3年

福田さんは、将来の科学研究を担う若手研究者育
成を目的とする「第1回HOPEミーティング」
（つくば国
際会議場）において、
日本人講演者20名の一人に選
出（私立大学からは唯一）。ノーベル賞受賞者らとも交
流を持つこの会で、
ナノサイエンス・ナノテクノロジーに関わるテーマについてグル
ープで議論・発表を行い、
研究者として大きなステージに立った。
福田さんの研究とは―
「Creation of carbon nano/micro structures in critical fluids」

秋元さんの研究とは―
「 受動歩行 による歩行ロボットのエネルギ効率の良い歩行の実現」

バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター長の前川透教授らとともに、21世紀ＣＯＥプログラム
「バイオ科学とナノテクノロジーの融合」研究を進める。これまでにも国際論文誌に自身の研究を
発表し、高い実績を有する。
「海外との共同研究が多く、英語でのコミュニケーションの重要性を
実感します」と、福田さん。

エネルギ効率のよいロボットの歩行を研究している秋元さんは、
ロボット機械の設計から電気回
路の作成、
プログラム作成まで、一通りすべてを担当。松元明弘教授がすすめるロボットサッカー
チーム「The Orient」のチームリーダーとしても活躍し、
ドイツで行われたロボカップにも出場した。

※ニュース内の記事はすべて当時のものです。

原動力は 好奇心 。小さな驚きが大きな成果に

ロボットは わがままな彼女 みたいなものですね（笑）

論文主査の前川教授はどんな小さな発見にも驚いてくださるんです。それが大きなモチベーショ
ンになっています。

国際交流プログラムに参加しよう！
大学生活を、ワールドワイドに満喫したい！
語学力をUPさせたい！将来世界を舞台に仕事がしたい！

精密工学会の学会誌では、
さまざまな大学の学生か
ら構成される「学生編集委員」が、
ものづくりに関わる
コラムを取材・執筆を担当する。昨年、
編集委員の最年
長としてまとめ役を務めた秋元さん。執筆した記事「印
刷機械のおはなし」
「鍵・錠技術の解錠」が、
詳細な取材に基づいた分かりやすく
大変興味深い内容であるとして、
今回の受賞となった。

交換留学を目指すあなたにーーどの国に留学したい？
交換留学派遣先は、アメリカ・カナダ・アイルランド・オーストラリア・
ドイツ・フランス・韓国・中国の世界8ヵ国！

研究の「面白さ」
「ワクワク感」を感じるのはどんなとき？
電子顕微鏡などで、見るまで何か分からないサンプルを観察するときでしょうか。
そこには必ず自分にとっての初めての発見があるはずですから。

ロボットの制作過程はとにかくトラブル続き。だからこそ、思い通じて完成した時の感動は言葉に
できないほどです。

研究の「面白さ」
「わくわく感」を感じるのはどんなとき？
ロボットの研究は実に幅広い分野にわたるので、楽しさがたくさん転がっているんです。
まだ楽しいことが見つからない人にも、
お勧めです！

国際交流センターでは、1年間の交換留学や、1ヶ月間の夏期・春期語
学セミナー
（英語・中国語）
を実施しています。海外留学・英語資格試験

〜交換留学制度を利用するメリット〜

（TOEFL、TOEIC等）
・その他の語学検定・国際交流に興味のある方は、

①留学先大学の授業料免除

「国際交流プログラムパンフレット」や国際交流センターのホームページをチ

が
②東洋大学から奨学金（授業料相当額）
支給される

ェックしてください。最新情報を提供しています。

③留学先で修得した単位が認定される

そのほか留学や語学検定に関する図書・雑誌の貸出・閲覧、語学研

④休学しないで留学できる

修・国際交流イベント・国際ボランティア・海外プログラム・海外留学奨学金
などの情報を提供しています。各種パンフレットを用意していますので、国

語 圏

国 名

際交流センター事務室へ気軽に足を運んでください。
＊朝霞事務課、川越教学課、板倉教学課においても情報を掲示し、パンフレット
を配布しています。
各種説明会スケジュール
日 程
キャンパス
4月 9 日（水）
白山
4月 15 日（火）
朝霞
4月 16 日（水）
板倉
4月 18 日（金）
川越
4月22 日（火）
・24 日（木） 白山
4月 25 日（金）
白山
5月 8 日（木）
白山
5月 9 日（金）
朝霞
5月 12 日（月）
白山
5月 13 日（火）
川越
5月 14 日（水）
板倉
5月 18 日（日）
白山
5月 25 日（日）
白山

説明会内容
交換留学生募集説明会（オーストラリア・韓国）
国際交流センターを活用しよう
！
−国際交流、
短期・長期留学、
留学生との交流
−交換留学制度と春学期（4月）募集などについて
国際ボランティア説明会（CIEE国際教育交換協議会）

夏期英語セミナー説明会

ア メリ カ
英

語

アイルランド
カ ナ ダ
オーストラリア
ド イ ツ 語 ド イ ツ
フラン ス 語

フ ラ ン ス

韓
中

韓
中

国
国

語
語

国
国

大学名
モンタナ大学
ミズーリ大学セントルイス校
ISEP加盟136大学（全米各地）
ダブリンシティ大学
トンプソンリバーズ大学
サンシャインコースト大学
マールブルク大学
ルイ･パスツール大学
マルク･ブロック大学
ロベール・シューマン大学
大邱大学
大連外国語大学

※留学期間は1学年度間です。
詳細は、ホームページ・説明会等でご確認ください。

極限環境微生物学会2007年度（第8回）
年会ポスター賞を受賞

日本農芸化学会関東支部2007年度
大会・若手奨励賞（口頭発表部門）受賞

藤浪 俊さん

寺原 直矢さん

生命科学研究科生命科学専攻 博士後期課程3年

生命科学研究科生命科学専攻 博士後期課程2年

極限微生物とは、高温や高pHなど、多くの生物が生きられない
極限環境条件で増殖する微生物のこと。ヒトにとって驚くべきこの
神秘を解明すれば、
さまざまな科学に貢献できるとされる。今回の賞
は、
極限環境微生物学会での「ポスター発表」優秀者を表彰するも
の。藤浪さんの、
顕微鏡写真を用いた視覚的にもインパクトのある内
容が評価された。
藤浪さんの研究とは―
「蛍光タンパク質を用いた好アルカリ性細菌Bacillus pseudofirmus OF4
株の電位駆動型Naチャネルの可視化」
高アルカリ性pH環境でも活発に生育する、好アルカリ性細菌に関する研究。
藤浪さんは今回、
これまで報告例のないイオンチャネルの細胞内での位置に関
する研究成果を発表した。微生物のイオンチャネルは哺乳類とも相同性が高く、
注目されているという。

動植物の生命現象、
生物が生産する物質などについて、
科学的な考え方に基づいて研究するのが「農芸化学」。
環境・食糧・生命分野に広く貢献する学問分野だ。この賞
は、学会に所属する若手研究者の研究奨励のために設
けられたもので、寺原さんの研究内容の新規性と、研究分
野以外の方々にも興味をひいた口頭発表が評価された。
寺原さんの研究とは―
「枯草菌のべん毛モーターは2種類のエネルギーを利用できるハイブリッドモータ」
足となる器官を持たない小さな細菌が、べん毛という繊維状の運動器官をプ
ロペラのように回転させて移動することに関心を持っていた寺原さん。所属研究
室では納豆菌の仲間である枯草菌を先進的に研究。そこで、寺原さんは枯草菌
のべん毛モーターに着目したところ、
その回転が水素イオンとナトリウムイオンの
両方を利用して回転する「ハイブリッド型」であることを突き止めた。

※詳細はセミナーパンフレッ
トをご覧ください。

研究職を目指すモチベーションが上がりました！
TOEICーIP試験実施
TOEFLーITP試験実施

※今年度より全学部・大学院生も受験できるようになりました。
TOEICーIP・TOEFLーITPの申込は各キャンパスの生協で行ってください。
板倉キャンパスの学生は電話で白山生協にお申し込みください。
（TEL 03-3947-3002）

■問い合わせ先
国際交流センター事務室 白山キャンパス3号館5階 TEL 03-3945-7524
http://www.toyo.ac.jp/kouryu

現在、研究所の研究職を目指して就職活動中。
これからも生命科学に携わっていけるよう頑張ります。

研究の「面白さ」
「わくわく感」を感じるのはどんなとき？
まだ世界で誰も知らないことに取り組むのが実験。
だから、新しい実験はとてもエキサイティング！

受賞を糧に、一生「べん毛」の研究に携わりたい！
「べん毛」モーターの解明は生物の進化の一端に触れられる魅力的な研究。
一生この研究を続けられるよう、今を頑張ります！

研究の「面白さ」
「わくわく感」を感じるのはどんなとき？

2人は同じく伊藤政博教授の研
究室に所属。
「研究室のメンバー
は、土日も大学に来て実験を行っ
ているほど積極的。卒業後もつな
がりが強く楽しい研究生活です」
（藤
浪さん・２列目右から２人目、寺原
さん・２列目左から２人目）。
「優れた研究成果を挙げている学
生に共通することは、自分の力で
より上を目指そうという気概がある
点と、研究する上でよい研究協力
者に巡り会えた点でしょうか。東
洋大学からどんどん外に出て大活
躍して欲しいです」
（伊藤教授・２
列目左端）。

試行錯誤を繰り返しながら、様々な実験を行って、
その真実までの道を作る。
ある意味、宝探しみたいなものですね。

※学年の表記は受賞当時です
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n e w s

このコーナーでは
卒業生や教員の著作、
大学関連の出版物を
紹介していきます。

『ぶらりデイトナひとり旅』なぜ彼らはバイクで集うのか？
小林ゆき

著

えい出版 683円（税込）

１年に１度、アメリカ東海岸・デ
イトナで開かれる世界最大のバイ
クの祭典「デイトナ・バイク・ウィー
ク」
。50万人のバイカーが集まる
というこの街に単身渡米し、出会
いを楽しむ著者の姿が軽快なタッ
チで描かれる。アメリカンたちのワ
イルドな写真も楽しい。
ライダー＆ライター、モータージャ
ーナリストとして海外のレースやイ
ベント取材経験が豊富な小林さ
ん。実は本学で社会学を研究す
る現役大学院生でもある。
（こばやし・ゆき／大学院社会学
研究科後期課程3年、1990（平成
2）年3月 社会学部社会学科卒）

情報システム課からのお知らせ

平成19年度
「学長賞」が決まる

「東洋大学Web情報システム」について
「東洋大学Web情報システム」は、インターネ
ットが使える環境があれば、自宅やPC教室な

菊地章太

著

朝日新書 756円（税込）

『甫水

井上円了

新田幸治

ほか

漢詩集』
編訳

三文舎 2,520円（税込）
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オカルト映画にでも登場しそう
な 悪魔祓い 。何だか恐ろしげだ
が、カトリックの世界では心の救済
を目的として今も続けられている儀
式だ。私たちは目に見えない存在
に怯え、つい「自分とは異質なも
の」
を遠ざけたり、自分の中の黒い
ものに目を背けたりする。しかし、
それを悪魔と呼んで向き合うこと
が、心の解放になるとしたら―。
本書には菊地教授の授業で学
ぶ学生の感想がしばしば綴られ
る。学生たちの何気ないひとこと
に「異質なものに向き合う意味」
「多様性の許容」
とは何かが、見え
隠れする。
（きくち・のりたか／ライフデザイ
ン学部教授〔哲学・比較宗教学〕
）

創立者・井上円了は、若かりし
頃から多くの漢詩をうたっていた。
本書は、自筆稿本である
『襲常詩
稿』
『詩冊』
『屈蠖詩集』の3冊に書
き下し文と口語訳を施したものであ
り、全557首が収められている。青
少年期の円了の分かりやすい伝
記的資料として貴重な1冊である。
なお、本のタイトルにある
「甫水」
（ほすい）
とは、井上円了の出身地
である新潟県長岡市浦の「浦」に
ちなみ、付けられた雅号。編訳を
担当し、文学部の名誉教授でもあ
った新田幸治先生は、出版を待た
ずして昨年8月末に逝去されました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
（にった・こうじ／元井上円了記念
学 術センター所 長・元 文 学 部 教
授）

のア

どから時間や場所を問わず大学の各種サー

イコンをクリックすると東洋大学Web情報

ビスを利用することができるシステムです。掲示

システムのログイン画面が表示されます。

いて顕著な業績を挙げた在学生
に授与される「学長賞」の平成19
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「学長茶話会」を実施
2月6日
（水）午後3時30分より白山
キャンパス第１会議室で「学長茶話
会」が行われた。
この会は、大学に対する意見や、

年度受賞者が決定した。表彰式

学生生活の現状を学生の生の声を通して把握し、今後の大学運営に役立

情報の一部については携帯電話による利用

は３月21日
（金）
に白山キャンパス特

てようというもので、松尾友矩学長就任以来、初めての試み。学部、大学院

も可能です。

別会議室にて行われた。

研究科あわせて約30名の学生が参加し、「大学に対する 注文 は？」
「他
大学に比べて東洋大学はどう映っているか」
「学生生活についてどう感じてい

〔平成19年度「学長賞」受賞者〕
「東洋大学Web情報システム」でできること】
【
（システムの構成）
個人情報システム

就職情報システム

掲示情報

大場翔太君（経営学部マーケティング学科４年）硬式野球部で活躍
榎本翔太君（法学部企業法学科４年）相撲部で活躍
ボクシング部で活躍
村田諒太君（経営学部経営学科4年）

授業履修システム

進路希望登録

時間割

アイススケート部で活躍
金子健太郎君（社会学部社会文化システム学科２年）

るか」
「学業とアルバイト・サークルの両立」
等をテーマに意見を交換した。
学生からは、受講したい授業の時間重複の改善や、図書館の活用方法、
学内の禁煙マナーの向上など、多くの意見・要望が活発に挙がった。
松尾学長は「皆さんの意見はしっかり受け止め、今後の改善に役立てた
いと思います。皆さんにおいては、他大学の学生をはじめ、さまざまな人々と

企業・求人情報

自学科・専攻時間割検索

木村太一君（経済学部国際経済学科３年）公認会計士試験合格者

触れ合うときに、自分が 東洋大学生 であることの自覚を大切にし、志を高

補講・集中講義

進路決定報告

学生個人別時間割検索

小林輝一君（法学部企業法学科４年）公認会計士試験合格者

く持って、学生生活を過ごしてください」
とのメッセージを贈った。

お知らせ等

就職体験レポート登録

教員別時間割検索

休

講

科目別時間割検索

イベント情報
諸変更

学生生活システム

シラバス・教員プロフィール照会

パスワード変更

クラブ・サークル

教育課程表

住所等変更

セミナーハウス

履修登録（抽選結果）

その他

『悪魔という救い』

文化活動および体育活動にお

東洋大学のホームページ
（http://www.toyo.ac.jp)

&

HELP検索

プロ野球春季キャンプ中の大場翔太君も
本学硬式野球部を東都大学野球リーグ戦連覇に導き、すでに福岡ソフト
バンクホークスでプロ野球選手としてのスタートを切っている大場翔太君（マ

国際シンポジウム「サンデイ・スプリングスの衝撃
−完全PPP都市の出現−」を開催

履修登録確認表

ーケティング学科４年）
も受賞者の一人。表彰式がプロ野球シーズン開幕後

2月18日
（月）午後１時30分から白山キャンパス井上円了ホールにおいて、国

資格・コース課程表

となるため、先だって3月11日
（火）
に松尾友矩学長より賞状と記念品の目録

際シンポジウム
「サンデイ・スプリングスの衝撃−完全PPP都市の出現−」
を開

が手渡された。

催した。このシンポジウムは大学院経済学研究科公民連携専攻の「公民連携

資格・コース登録
資格取得・コース修了見込

各種申請書
FAQ

※ 履修登録ならびに住所変更は「東洋大学Web情報システム」で
・ 履修登録は学生各人の学習計画に基づいて学期・年間の授業科目の登録を行う重要な
手続きです。定められた期間内に必ず行ってください。
・ 大学からの郵便物を確実にお届けするため、学生、保証人ともに住所の変更があった場合
は「変更手続き」
を行ってください。市町村合併に伴う住所表記変更も手続きが必要です。

松尾学長は「今年度活躍した学生の中でも、先頭に立ち、大学を牽引し
てくれたことに感謝しています。これからの活躍を東洋大学に関わるすべて
の皆が応援しています」
とエールを贈った。大場君は「4年間の学生生活、

人材育成プログラム」が、平成19年度文部科学省大学院教育改革支援プロ
グラム
（大学院教育改革ＧＰ）
に選定された記念シンポジウムでもある。
サンデイ・スプリングス市は、米国ジョージア州アトランタ市に隣接する地域
（人口99千人）で、2005年に

野球生活ともに本当に充実していました。最後に日本一なることもでき、東洋

市政全体を民間企業に委託。

大学を卒業できることを誇りに思っています」
と感謝の気持ちを語った。
キャンプの合間を縫って設けられたこの表彰式には多くのメディアが駆け

近年、日本でも公共サービス

付け、彼の一挙一動が注目されていた。東洋大学を巣立った注目のルーキ

分野への民間導入が進みつ

ーに大いなる活躍を期待したい。

つあるが、市政を丸ごと民営
化するという包括的なケース

情報システム利用通知書について
情報システム利用通知書は、入学時
（就学手続時）
に大学より配付されます。本通知書には
東洋大学の情報システムを利用するためのユーザーＩＤ、パスワードの情報が記載されています。
ユーザーＩＤ、パスワードは重要な個人情報ですので、大切に保管してください。また、パソコン
を利用した授業を受講する際には、通知書に記載されたＰＣ教室利用のためのユーザーＩＤと
パスワードが必要になりますので、各自忘れないよう覚えておいてください。
学生の皆さんが利用するシステムには以下の4つがあります。これらのシステムを利用する際に
は必ずユーザーＩＤ、パスワード情報が必要となります。
ユーザーIDおよびパスワードが必要なシステム

１．ＰＣ教室
２．東洋大学Ｗｅ
ｂ情報システム
３．ToyoNet−ACEシステム
（授業支援）
４．ToyoNetメール
各システムの利用方法は東洋大学情報システム利用ガイドブックを参照してください。
※ ユーザーＩＤやメールアドレスの変更はできません。パスワードの変更は可能です。
※ 情報システム利用通知書を紛失してしまった場合、通学課程の学生は、自動証明書発行機にて再発行が
可能です（ユーザーＩＤ、パスワードについてお電話やメールでの問い合せにはお答えできません）。

PC教室の利用について
2008年4月より、全キャンパスの在校生
（科目等履修生含む）
が、全キャンパスのPC教室を同
一のアカウントで利用できるようになりました。このことに伴い、現在ご利用のパスワードが初期
のものとなりますので、パスワードの変更をされた方はご注意ください。
なおPC教室の利用にあたっては、事前の申請は必要ありません
（通信教育生を除く）
。入学
時に配付されたアカウントを使用してください。

は世界初であり、その先駆性

相撲部・榎本翔太君が母校の小・中学校で講演

が注目を集めている。会場は
約400人の聴衆で埋め尽くさ

昨年11月、大阪で開催された第８５回全国学生相撲選手権大会の個人戦

れた。

で優勝し、学生横綱のタイトルを獲得した榎本翔太君（企業法学科４年）
が、
2月7日
（木）
、母校である草加市立清門小学校、草加市立新栄中学校を訪問
し、
「相撲と私」
というテーマで講演を行った。
結びでは、
「勉強、スポーツなど自分の好きなことを諦めず、楽しんで最後
まで続けてほしい」
と呼びかけ、小中学校あわせて約1,000名もの子どもた
ちが「学生横綱」の力強いメッセージに聴き入った。
講演後は、今年の市内相撲大会で入賞した小学６年生３人を相手にデモ
ンストレーションを実施。
「これからも相撲を続け、榎本先輩のように強くなり
たい」
と小学生が宣言する一幕も。さらに、草加市より榎本君の実績に対し
て、今年度活躍したスポーツ選手に贈られる
「スポーツ栄光賞」が贈呈され
た。

埼玉縣信用金庫との産学連携協力協定を締結
３月７日
（金）午後2時30分から白山キャンパスにて、東洋大学と埼玉縣信用
金庫との間で産学連携協力に関する協定の締結式が行われた。
埼玉縣信用金庫は、産学官連携および地域経済の活性化を目的とする
「コラボ産学官埼玉支部」の事務局。埼玉縣信用金庫より協定締結の提案を
受け、双方が合意した。締結式では塚本正進理事長と埼玉縣信用金庫の安
田裕信理事長が協定書をとり交わした。
調印後、塚本理事長は「昭和30年代に川越キャンパスに工学部を開設し、
以来長らく実学をもって地域に貢献
してきた。また、朝霞キャンパスのラ
イフデザイン学部は、福祉を起点と
した新たな角度からの貢献ができ
ると考えている。埼玉県を基盤とす
る埼玉縣信用金庫との協定は大き
な実り。この締結によって大学のシ
ーズを育て、さらなる地域貢献に努
めたい」
と意欲を語った。

※ 通信教育生の方は事前に申請が必要です（登録には2、3日かかりますのでご了承ください）
。
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保証人への成績表送付について
本学では、保証人が学生の学修状況を把握できるように、保証人に宛てて学生
の「成績表」
を送付しております。これは、大学と保証人が学生の学修状況について
共通の認識を持つことで、より良い支援体制を築き、学生の学修意欲の向上ならび
に有意義な学生生活の促進を目的としています。成績表は、ご提出いただいている
「保証人住所」にお送りする予定です。
なお、保証人への成績表の送付は、
「個人情報の第三者提供」にあたるため、学
生本人が同意しない場合、これを不可とすることができます。ただし、その場合は、
保証人・学生連署のうえ
『不同意申し出書』
を担当窓口に提出する必要があります。
成績表の送付時期・内容についての詳細は、下記までお問い合わせください。
●問い合わせ先
文学部教務課

03-3945-7595

経済学部教務課 03-3945-7814
経営学部教務課 03-3945-7247
法学部教務課

03-3945-7622

社会学部教務課 03-3945-7249

朝霞事務部朝霞事務課
（ライフデザイン学部）
048-468-6402
川越事務部教学課
（工学部）

049-239-1312

板倉事務部教学課
（国際地域学部・生命科学部）0726-82-9118

麻疹（はしか）に関する状況確認の実施について
本学では、今年度新入生及び在学生を対象に、麻疹に関する状況確認を実施
しています。過去に麻疹に感染したことがあるか、ワクチン接種を受けているかを
母子健康手帳等で確認のうえ、定期健康診断会場または指定された提出先へ必ず

●東洋大学第１種奨学金（学業成績優秀者奨学金）
【 奨 学 生 の 要 件 】学部2年生以上で、学業成績、人物ともに優秀である者。
【
内
容
】30万円給付
【 奨 学 期 間 】採用年度（1年間）のみ
【 奨 学 生 数 】各学科学年から1名。ただし、入学定員が200名以上の学科
は2名。私費外国人留学生は各学部学年から1名
【他奨学金との併用】可（条件あり）
【
出
願
】出願制ではありません。
●東洋大学第２種奨学金（経済的修学困難者奨学金）
【 奨 学 生 の 要 件 】学部1〜4年生のうち、学業成績、人物ともに優良で、経済的
に困窮度が高く修学困難な者。
【
内
容
】授業料半額相当給付
【 奨 学 期 間 】採用年度（1年間）のみ
【他奨学金との併用】可（条件あり）
【
出
願
】出願制です。出願基準があります。
●東洋大学第３種奨学金（家計急変者奨学金）
【 奨 学 生 の 要 件 】学部1〜4年生のうち、勉学意欲・人物ともに優良でありながら
入学後家計支持者の死亡により経済的に修学困難となった者。
【
内
容
】授業料半額相当給付
【 奨 学 期 間 】採用年度（1年間）のみ
【他奨学金との併用】可（条件あり）
【
出
願
】出願制（事由発生から3ヵ月以内）です。出願基準があります。
●日本学生支援機構第一種奨学金（無利子貸与）
入学年度
2005〜2008
2003〜2004

■問い合わせ先：白山キャンパス医務室 ０
３−３
９
４
５−７
２
７
８
朝霞キャンパス医務室 ０
４
８−４６
８−6607
川越キャンパス医務室 ０
４
９−２
３
９−１
３
１
７

平成20年度定期健康診断のお知らせ
定期健康診断を以下の日程で実施します。ホームページ、各キャンパス掲示板等
で確認し、必ず受診しましょう。
白山キャンパス：4月2日
（水）〜11日
（金）※6日を除く
朝霞キャンパス：4月3日
（木）〜5日
（土）
川越キャンパス：4月2日
（水）〜5日
（土）

i n f o r m a t i o n

東洋大学奨学金および
日本学生支援機構奨学金を
希望する学部生の皆さんへ

提出してください。

板倉キャンパス医務室 ０
２
７
６−８
２−９
１
２
３

&

自宅外（月額）
64,000円
63,000円

自宅（月額）
54,000円
53,000円

●日本学生支援機構第二種奨学金（有利子貸与）
月額30,000円・50,000円・80,000円・100,000円から選択できます。
（2007年度実績）
■出願必要書類 ※詳細は下記の説明会でお知らせします。
①同一生計の家族（就学者を除く）の平成19年度所得証明書（平成18年分の所得
内容）に加え、平成19年分確定申告書（税務署受付印のあるもの）、平成19年分源
泉徴収票、またはこれに代わる平成19年中の収入がわかるもの
②高校生以上の就学者（本人を除く）の在学証明書（平成20年4月現在）
③平成20年2・3月配付の成績表のコピー（2年生以上）
④高校発行調査書（第一種出願の1年生のみ・卒業後発行のもの）
⑤連帯保証人（原則として父または母）の印鑑登録証明書（人的保証の場合）
※④・⑤は日本学生支援機奨学金出願者のみ必要な書類

板倉キャンパス：4月2日
（水）〜5日
（土）

奨学生募集説明会実施日

詳細はhttp://www.toyo.ac.jp/gakuseika/kenkou/20kenkouyotei.html

東洋大学における個人情報の取り扱いについて
本学は、学生の皆さんの氏名・住所・成績・学修状況・進路等の個人情報を、学

東洋大学第2種奨学生および日本学生支援機構奨学生募集説明会を以下の日
程で開催します。説明会に学生本人が出席することが出願の条件です。詳細はホー
ムページ、各キャンパスの掲示板等で確認してください。
キャンパス

修およびそれに付随する学生生活支援のために必要な範囲で利用します。また、
各種証明書発行にも利用します。
保証人（父母等）
、緊急時連絡人の個人情報に関しては、学生本人の学生生活

白山

本学の個人情報の取り扱いについての詳細は
http：//www.toyo.ac.jp/saku/kojin.html をご覧ください。

終了しました

日本学生支援機構
第一種・第二種

４月 3 日（木）
４月 4 日（金）
４月 5 日（土）
４月 7 日（月）

対象学部・学年

問い合わせ先

文・経済・経営・
法・社会
新１年生

学生生活課
文・経済・経営・ （６号館１階）
法・社会
新２〜４年生
ライフデザイン
朝霞事務課
新１〜4年生 （研究管理棟１階）

朝霞

４月 5 日（土）

４月 5 日（土）

川越

４月 8 日（火）
４月 9 日（水）
４月11日（金）

４月 8 日（火）
４月 9 日（水）
４月11日（金）

工
新１〜４年生

教学課
（４号館１階）

板倉

４月10日（木）

４月 9 日（水）

国際地域・生命科
新１〜４年生

教学課
（１号館１階）

皆様の個人情報につきましては、
「個人情報保護法」および「学校法人東洋大学
個人情報保護に関する規程」等に基づき、適正に管理・保護いたしております。

４月 3 日（木）
４月 4 日（金）
４月 5 日（土）
※毎年成績発表日
に実施しています

支援・安全管理のほか学費収納、本学からの各種案内・依頼等の発送用に利用し
ます。

東洋大学第２種

詳細はhttp://www.toyo.ac.jp/gakuseika/syougaku/index.html
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